
令和3･4年度三木町入札参加資格申請者一覧（工事）

ア 166 ㈱IHIインフラ建設　四国支店 支店長 山地　正敏 徳島県徳島市八百屋町1番地14 土木/とび/鋼構造/塗装/水道

165 ㈱IHIインフラ建設 代表取締役 森内　昭 東京都江東区東陽七丁目1番1号 電気/機械

346 アイエン工業㈱　香川支店 専務取締役支店長 鎌田　寿一 香川県丸亀市土器町北一丁目62番地 土木/とび/石/鋼構造/しゅん/水道/解体

113 アイサワ工業㈱　四国支店 支店長 岡野　昌誠 香川県高松市城東町一丁目6番26号 土木/建築/とび/鋼構造/しゅん

30 愛知時計電機㈱　高松営業所 所長 坂ノ上　元 香川県高松市番町一丁目6番6号 電気/管/機械

467 アイテック㈱ 代表取締役 前田　幸治 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番10号
とび/電気/管/鋼構造/機械/通信/水道/消防
/解体

133 青木あすなろ建設㈱　四国支店 支店長 髙倉　剛 香川県高松市磨屋町3番地１ 土木/建築/とび/鋼構造/しゅん/水道

84 青野スポーツ施設㈱　神戸支店 神戸支店長 大幸　四郎 兵庫県神戸市中央区北野町四丁目8番2号 土木/とび/舗装

459 青葉工業㈱ 代表取締役 噂　耕司 香川県高松市林町475番地1
土木/建築/とび/電気/鋼構造/舗装/しゅん/
塗装/造園/さく井/水道/解体

232 あおみ建設㈱　四国支店 支店長 西岡　里志 香川県高松市塩上町三丁目2番4号 土木/しゅん/水道

118 ㈱赤松建設 代表取締役 赤松　靖則 香川県東かがわ市西山136番地 土木/とび/水道/解体

354 浅海電気㈱　高松営業所 所長 杉本　聖和 香川県高松市磨屋町5番地9 電気

26
アズビル㈱　ビルシステムカンパニー
高松営業所

所長 大坪　直美 香川県高松市天神前10番地12号 電気/管

468 ㈱アセント 代表取締役 木越　健二 東京都港区芝浦四丁目16番23号 電気/通信

340 ㈱安部日鋼工業　四国営業所 所長 阪中　寿康 香川県高松市番町二丁目17番15号 土木/とび/鋼構造/水道

238 ㈱安藤・間　四国支店 支店長 田邉　裕之 香川県高松市片原町11番地1
土木/建築/大工/左官/とび/石/屋根/電気/
タイル/鋼構造/舗装/しゅん/ガラス/塗装/
防水/内装/造園/建具/水道/解体

イ 308 ㈲池田組 代表取締役 池田　正敏 香川県さぬき市長尾西1059番地3 土木/とび/解体

289 池田建設工業㈱ 代表取締役 江崎　健八郎 香川県高松市塩上町10番5号 土木/しゅん

445 ㈲池戸電水 代表取締役 平井　昭 香川県さぬき市長尾東353番地6 土木/電気/管/水道/消防

40 ㈱石垣　四国支店 支店長 秋山　豊弘 香川県高松市林町2507番地2 機械/水道

98 石垣メンテナンス㈱　四国支店 支店長 大井　崇司 香川県高松市林町2507番地2 管/機械/水道

812 ㈱石塚工務店 代表取締役 石塚　一成 香川県木田郡三木町大字平木788番地1 建築/防水

191 ㈱イシハラ 代表取締役 石原　敬久 香川県高松市香西南町358番地1 鋼構造

228 ㈱イズミ 代表取締役 泉　淳之 香川県高松市鬼無町鬼無97番地3 とび/石/造園/解体

349 泉鋼業㈱ 代表取締役 富家　孝明 香川県高松市朝日町五丁目2番3号 鋼構造/機械

474 ㈱泉シャッターサービス 代表取締役 泉　一 香川県さぬき市津田町津田1325番地52 建具/消防

401 ㈱和泉屋石材店 代表取締役 和泉　成治 香川県高松市牟礼町牟礼3717番地 とび/石/造園

368 ㈲一城建設 代表取締役 渡辺　一幸 香川県高松市鶴市町810番地1 土木/建築/屋根/タイル/内装/水道/解体

5 井原工業㈱　観音寺営業所 所長 白石　哲磨 香川県観音寺市三本松町四丁目2番78号
土木/とび/石/鋼構造/舗装/しゅん/塗装/水
道/解体

4 井原工業㈱ 代表取締役 井原　伸 愛媛県四国中央市三島宮川四丁目2番18号
建築/左官/屋根/電気/管/タイル/鉄筋/板金
/ガラス/防水/内装/機械/熱絶縁/建具

438 ㈱岩澤建設 代表取締役 岩澤　尚司 香川県さぬき市造田是弘697番地2 建築/とび

ウ 320 ㈱植原建設 代表取締役 植原　毅 香川県高松市楠上町一丁目9番31号 建築/とび/防水/解体

394 植村建設工業㈱ 代表取締役 植村　卓司 香川県さぬき市志度1176番地3 土木/とび/造園/水道/解体

248 ㈱ウォーターテック　四国営業所 担当部長 田中　幸典 香川県高松市鬼無町藤井625番地1 電気/管/機械/水道

希望業種受付番号 所在地代表者氏名代表者役職商号又は名称

Page 1/16
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希望業種受付番号 所在地代表者氏名代表者役職商号又は名称

814 内原建設㈱ 代表取締役 内原　秀則 香川県木田郡三木町大字田中2689番地 土木/とび/舗装/水道/解体

エ 187 ㈱エース・ウォーター　四国営業所 所長 住友　敏彦 香川県高松市伏石町2036番地4 電気/機械/水道

186 ㈱エース・ウォーター 代表取締役 川島　潤一郎 福岡県福岡市博多区上呉服町1番8号 通信

332 永興建設㈱ 代表取締役 森本　美人 香川県高松市飯田町932番地3 土木/とび/舗装/水道

19 栄光建設㈱ 代表取締役 篠森　信康 香川県高松市円座町807番地2 建築

404 ㈱栄信 代表取締役 長西　誉朝 香川県高松市香川町浅野790番地4 塗装/防水/内装

419 エクシオグループ㈱　四国支店 常務執行役員支店長 佐藤　八三 香川県高松市林町148番地20 土木/電気/通信

420 エスエヌ環境テクノロジー㈱ 代表取締役 辻　勝久 大阪府大阪市此花区西九条五丁目3番28号 機械/清掃

351 ㈱エスケイ電業 代表取締役 佐藤　佳生 香川県高松市由良町560番地1 電気/通信

397 ㈱ＳＴＮｅｔ 代表取締役 小林　功 香川県高松市春日町1735番地3 通信

254 ＮＥＣネッツエスアイ㈱　四国支店 支店長 佐々木　正人 香川県高松市中野町29番2号 電気/通信

264 ＮＥＣフィールディング㈱　高松支店 高松支店長 吉田　日出徳 香川県高松市今里町6番著17号 電気/管/内装/通信

257 ㈱ＮＨＫテクノロジーズ　松山総支社 総支社長 土屋　幸男 愛媛県松山市朝生田町二丁目2番33号 建築/電気/塗装/防水

258
㈱ＮＨＫテクノロジーズ　松山総支社
高松事業所

所長 樫尾　朋宏 香川県高松市城東町一丁目6番26号 通信

159 ㈱ＮＮＣエンジニアリング　南魚沼支社 支社長 中島　直人 新潟県南魚沼市大崎4369番地2 管/機械/さく井

234 エヌケー建設㈱ 代表取締役 浜　圭司 香川県高松市木太町5098番地4 建築

182 ㈱ＮＴＴドコモ　四国支社 執行役員四国支社長 吉澤　啓介 香川県高松市天神前9番1号 通信

270 荏原実業㈱　大阪支社 支社長 菊池　桂司 大阪府大阪市中央区平野町三丁目2番13号 土木/電気/管/鋼構造/塗装/機械/水道

214 ㈱荏原製作所　四国支店 支店長 田村　秀雄 香川県高松市伏石町2151番地2 機械

284 ㈱えびす石材土木 代表取締役 松原　誉人 香川県高松市牟礼町牟礼1059番地
土木/とび/石/鋼構造/しゅん/塗装/造園/水
道/解体

317 ㈱エフワン建設 代表取締役 藤澤　正二 香川県高松市上林町788番地6 土木/とび/しゅん/水道/解体

823 ㈱エムケーインデクト 代表取締役 今中　健二 香川県木田郡三木町大字池戸甲639番地1
土木/建築/とび/石/鋼構造/舗装/しゅん/塗
装/水道/解体

825 Mスペース㈱ 代表取締役 元木　英資 香川県木田郡三木町井戸4307番地 建築

オ 309 大川建設㈱ 代表取締役 大野　哲也 香川県さぬき市大川町富田西2901番地3 土木/建築

424 大久保体器㈱ 代表取締役 安田　透 岡山県岡山市東区鉄409番地 とび/造園

348 ㈱大下組 代表取締役 大下　将弘 香川県高松市屋島西町2014番地2 土木/とび/石/舗装/しゅん/水道/解体

64 大字建設㈱ 代表取締役 大字　徹 香川県東かがわ市吉田658番地1
土木/とび/石/鋼構造/しゅん/塗装/水道/解
体

68 大塚建設㈱ 代表取締役 大塚　寿一 香川県坂出市京町二丁目4番28号 土木/建築/とび/塗装/防水/解体

415 ㈱大林組　四国支店 執行役員支店長 佐々木　嘉仁 香川県高松市中央町11番11号
土木/建築/大工/左官/とび/石/屋根/電気/
管/タイル/鋼構造/鉄筋/舗装/しゅん/板金/
塗装/防水/内装/熱絶縁/建具/水道/解体

475 大林ファシリティーズ㈱　大阪支店
取締役副社長執行役
員大阪支店長

森　良史 大阪府大阪市中央区備後町一丁目7番10号
建築/大工/左官/とび/石/屋根/電気/管/タ
イル/鋼構造/鉄筋/舗装/板金/ガラス/塗装/
防水/内装/熱絶縁/造園/建具/消防/解体

208 ㈱大屋冨工作所 代表取締役 廣瀬　習 香川県坂出市大屋冨町1777番地31 土木/鋼構造/機械/水道

827 ㈲岡田工業 代表取締役 岡田　豊 香川県木田郡三木町大字鹿庭丙2番地9 土木/とび/電気/管/舗装/水道/解体

78 岡本建設㈱ 代表取締役 砂月　知子 香川県高松市円座町2298番地 土木/とび/舗装

195 尾形建設㈱ 代表取締役 尾形　大 香川県高松市塩江町安原上東1407番地1
土木/とび/石/鋼構造/しゅん/塗装/水道/解
体
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希望業種受付番号 所在地代表者氏名代表者役職商号又は名称

158 沖電気工業㈱　四国支社 支社長 秀　文人 香川県高松市番町一丁目7番5号 通信

174 奥アンツーカ㈱　西日本支店 支店長 高橋　裕樹 福岡県福岡市博多区板付六丁目3番24号 土木/とび/舗装/造園

167 ㈱奥村組　四国支店 執行役員支店長 角谷　嘉泰 香川県高松市寿町二丁目3番11号
土木/建築/とび/電気/管/しゅん/内装/水道
/解体

414 奥村組土木興業㈱　高松営業所 営業所長 阪本　範治 香川県高松市藤塚町一丁目2番1号 土木/とび/舗装/しゅん

333 織田設備㈱ 代表取締役 織田　将男 香川県高松市新田町甲469番地6 管/水道/消防

205 オリエンタル白石㈱　四国営業支店 支店長 沖野　卓偉 徳島県徳島市昭和町一丁目11番地 土木/とび/鋼構造/水道

カ 836 ㈱CALM 代表取締役 小笠原　真一 香川県木田郡三木町大字平木165番地 電気/通信

294 香川アロー㈱ 代表取締役 藤村　誠 香川県観音寺市柞田町甲832番地1 管

384 ㈱香川クリエイト 代表取締役 大原　英樹 香川県高松市鶴市町1417番地2 電気/管/水道/消防

364 香川道路施設㈱ 代表取締役 片山　裕美 香川県高松市丸の内11番地10号 土木/とび/舗装/塗装

370 香川舗道㈱　高松営業所 高松営業所長 釜野　裕司 香川県高松市香川町川東下532番地2
土木/とび/電気/舗装/しゅん/塗装/水道/解
体

369 香川舗道㈱ 代表取締役 片山　佑介 香川県小豆郡小豆島町片城甲44番地210 建築/造園

37 笠井建設㈱ 代表取締役 笠井　清博 香川県さぬき市津田町津田2510番地 土木/石/しゅん/水道/解体

95 梶原工業㈱ 代表取締役 植田　敏弘 香川県丸亀市大手町三丁目12番1-109号 管/水道/消防

106 鹿島建設㈱　四国支店 常務執行役員支店長 吉田　英信 香川県高松市亀井町1番3 土木/建築/とび/石/電気/管/内装/水道

241 鹿島道路㈱　四国支店 支店長 長岡　克明 香川県高松市檀紙町1241番地1 土木/とび/石/鋼構造/舗装/解体

285 春日緑地建設㈱ 代表取締役 岡野　浩城 香川県高松市春日町186番地1 とび/石/造園

839 ㈲ＫＡＺＵ空調　三木営業所 所長 三宅　明子 香川県木田郡三木町大字田中2279番地 管

287 ㈲ＫＡＺＵ空調 代表取締役 木村　和宏 香川県高松市林町6番地8 電気

266 ㈱桂組 代表取締役 多田　成延 香川県高松市新田町甲1918番地1 土木/とび/石/造園

181 ㈱カナック 代表取締役 石橋　雄二 香川県高松市三谷町136番地
土木/電気/管/鋼構造/塗装/機械/通信/水道
/消防

53 ㈱カナック・ビジネス・ソリューション 代表取締役 尾﨑　一仁 香川県高松市三谷町136番地 通信

286 金本建設㈱ 代表取締役 金本　健司 香川県高松市円座町1930番地 土木/とび/水道/解体

120 鎌長製衡㈱ 代表取締役 鎌田　長明 香川県高松市牟礼町牟礼2246番地 機械/清掃

380 ㈲鎌野造園 代表取締役 鎌野　良 香川県高松市三谷町84番地1 とび/造園

67 亀山建設㈱ 代表取締役 髙岸　昂右 香川県丸亀市郡家町2707番地1 土木/とび/舗装/水道

407 ㈲カラーワーク 代表取締役 白井　芳紀 香川県高松市木太町3214番地4 塗装/防水

473 川崎設備工業㈱　四国営業所 所長 大川　浩二 香川県丸亀市土居町二丁目2番5号 管

359 川田建設㈱　四国営業所 所長 東　欣司 香川県仲多度郡多度津町西港町101番地 土木/とび/鋼構造

311 川田工業㈱　四国営業所 所長 加藤　栄一 香川県仲多度郡多度津町西港町17番地 土木/建築/とび/鋼構造/機械

804 ㈲川波建設 代表取締役 川波　博 香川県木田郡三木町大字井上1884番地1 土木/とび/水道/解体

388 川端建設㈱ 代表取締役 川端　繁 香川県さぬき市志度885番地6 土木/とび/水道/解体

235 関西建設㈱ 代表取締役 井元　高志 香川県さぬき市志度4301番地 土木/とび/鋼構造/舗装/しゅん/水道/解体

45 関西建装㈱ 代表取締役 矢嶋　義明 香川県高松市三谷町2447番地2 塗装/防水/内装
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36 関西ピー・エス･コンクリート㈱ 代表取締役 坂本　守 徳島県小松島市金磯町8番79号 土木

443
㈱かんでんエンジニアリング　四国営業
所

所長 久保　隆志 香川県さぬき市志度1298番地40 通信

ガ 343 ㈱ガイアート　四国支店 支店長 大塚　一弘 香川県高松市上天神町760番地1 土木/とび/石/鋼構造/舗装/しゅん/水道

キ 221 ㈱菊池組 代表取締役 菊池　清二 香川県さぬき市寒川町石田西1030番地1 土木/とび/しゅん/水道/解体

236 菊池建設工業㈱ 代表取締役 菊池　臣起 愛媛県松山市別府町620番地2 土木/管/水道

175 雉鳥工業㈱ 代表取締役 渡邉　浩徳 香川県高松市上福岡町1201番地 電気/管/水道/消防

281 ㈱キセイクル 代表取締役 国見　智和 香川県さぬき市昭和3074番地2 土木/とび/塗装/解体

465 ㈱北岡組 代表取締役 北岡　眞文 徳島県美馬市美馬町字妙見67番地2 土木/建築/とび/舗装/解体

367 木太電設㈱ 代表取締役 宮脇　雅臣 香川県高松市川島東町1353番地5 電気

240 ㈱北村組 代表取締役 北村　真弥子 香川県高松市東山崎町1122番地 土木/とび/水道

328 ㈱北村塗装店 代表取締役 北村　真司 香川県高松市成合町679番地1 建築/塗装/防水

321 ㈲木下保守サービス 代表取締役 溝渕　健太 香川県高松市牟礼町大町1021番地3 電気/通信/消防

33 ㈱木村建設 代表取締役 木村　直樹 香川県高松市中間町869番地1 土木/建築/とび/解体

193 共信コミュニケーションズ四国㈱ 代表取締役 秋山　英次郎 香川県丸亀市城南町61番地 電気/通信

484 協和機電工業㈱　大阪支店 支店長 村田　隆 大阪府大阪市城東区永田二丁目1番20号 電気/機械/通信/水道

104 協和テクノロジィズ㈱　香川事業所 事業所長 濱本　威一郎 香川県高松市今里町一丁目9番14号 電気/通信/消防

295 ㈱協和土建 代表取締役 松永　雪夫 香川県丸亀市川西町北408番地1 土木/とび/鋼構造/塗装/造園/水道

8 極東化成㈱ 代表取締役 米子　幸一郎 香川県高松市国分寺町国分289番地2 建築/塗装/防水

471 ㈱きんでん　四国支社 執行役員支社長 岡田　眞嗣 香川県高松市福岡町三丁目4番8号 電気/管/通信

ク 28 ㈱クボタ　中四国支社四国営業所 所長 名越　修 香川県高松市亀井町2番地1 機械/水道

483 クボタ環境サービス㈱　大阪支社 支社長 桒野　卓 兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号 管/機械/水道

29 クボタ機工㈱　四国営業所 所長 武藤　英史 香川県高松市亀井町2番地1 管/機械/水道

209 ㈱久保電機商会 代表取締役 久保　靖英 香川県高松市小村町571番地 電気/機械

391 ㈱久保土建 代表取締役 久保　誠司 香川県高松市東植田町2898番地 土木/とび/造園/水道/解体

481 ㈱熊谷組　四国支店 支店長 清水　收 香川県高松市木太町3027番地1
土木/建築/とび/屋根/鋼構造/しゅん/塗装/
防水/内装/水道

141 ㈱熊組 代表取締役 熊　礼 香川県高松市植松町225番地4 土木/建築/とび/造園/解体

482 クリエイティブリンク㈱ 代表取締役 戸田　豊 岡山県岡山市北区平野765番地19 電気/通信

244 栗原工業㈱　四国支店 支店長 堀　憲二 香川県高松市観光通二丁目5番16号 電気/管/通信

ケ 477 ケーアンドイー㈱　広島支店 執行役員支店長 岸川　匡秀 広島県広島市中区大手町四丁目6番16号 建築/電気/管

302 研信電操㈱ 代表取締役 大久保　健二 香川県高松市栗林町一丁目12番26号 電気/通信

コ 802 ㈱コート 代表取締役 堀　具王 香川県木田郡三木町大字下高岡3222番地 とび/鋼構造/塗装

56 ㈱香西工務店 代表取締役 香西　幸夫 香川県高松市室町1919番地1 建築/とび/解体

51 ㈱香南土木 代表取締役 黒川　修一 香川県高松市田村町568番地6 土木/水道

152 ㈱河野組 代表取締役 河野　仁治 香川県高松市鶴市町612番地1
土木/とび/石/鋼構造/しゅん/塗装/水道/解
体
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435 光洋産業㈱ 代表取締役 香月　一郎 香川県坂出市築港町二丁目7番12号 とび/解体

199 ㈱幸和 代表取締役 三井　徹 香川県高松市木太町502番地1 内装

291 ㈱児嶋組 代表取締役 児嶋　泰彦 香川県東かがわ市西山98 土木/とび/しゅん/水道/解体

247 ㈱小竹組 代表取締役 小竹　和夫 香川県高松市福岡町四丁目28番30号
建築/大工/とび/石/鋼構造/鉄筋/内装/建具
/解体

162 ㈱コトブキ　高松営業所 所長 松川　貴彦 香川県高松市伏石町2152番地4 とび

824 小西組㈲ 代表取締役 小西　徹 香川県木田郡三木町大字氷上3898番地 土木/舗装/水道

63 小橋工業㈱ 代表取締役 小橋　憲治 香川県高松市国分寺町新名163番地 土木/とび/鋼構造/造園/水道/解体

246 ㈲小松電気水道商会 代表取締役 小松　大輔 香川県綾歌郡綾川町陶5763番地5 電気/管/水道

ゴ 183 ㈱合田工務店 代表取締役 森田　紘一 香川県高松市天神前9番5号 土木/建築/解体

220 後藤設備工業㈱ 代表取締役 後藤　真一郎 香川県高松市香西東町645番地1 電気/管/消防

363 五洋建設㈱　四国支店　高松営業支店 支店長 安藤　士郎 香川県高松市寿町二丁目2番10号 土木/建築/とび/鋼構造/しゅん/水道/解体

サ 245 斎久工業㈱　四国支店 支店長 八幡　務 香川県高松市寿町二丁目3番11号 管

178 ㈱坂井工務店 代表取締役 坂井　亮介 香川県高松市円座町610番地5 建築

134 サカケン㈱ 代表取締役 綾　崇平 香川県坂出市旭町三丁目1番4号 土木/建築/大工/とび/しゅん/解体

379 ㈱サクセス 代表取締役 和泉　享 香川県坂出市西大浜北二丁目1番地11号 電気/管/通信/水道

460 桜テクニカ㈱ 代表取締役 川田　巧 香川県高松市川島本町24番地10 とび/鋼構造/しゅん/塗装/さく井/水道

356 ㈱笹尾組 代表取締役 笹尾　洋平 香川県高松市牟礼町大町668番地47 土木/とび/舗装/しゅん/水道/解体

373 佐藤工業㈱　四国営業所 営業所長 河合　圭三 香川県高松市松島町一丁目12番12号 土木/建築/鋼構造/しゅん/防水/水道

403 讃岐石材加工（同） 代表理事 古市　誉人 香川県高松市牟礼町牟礼2625番18 石

10 三栄工業㈱ 代表取締役 筒井　大介 香川県高松市池田町1187番地1 土木/とび/水道/解体

447 ㈱サンキ 代表取締役 西山　美一 香川県高松市郷東町468番地1 電気/管/内装/機械/通信

371 三機工業㈱　四国支店 常任理事支店長 高木　利夫 香川県高松市番町一丁目1番5号 管

25 三喜工事㈱ 代表取締役 菊井　雄二 香川県高松市飯田町656番地1 電気/管/水道

278 ㈱三共機械工業 代表取締役 三宅　務 香川県高松市牟礼町牟礼3195番地4 管/鋼構造/機械/水道

74 三協設備工業㈱ 代表取締役 新名　淳一 香川県高松市西植田町701番地1 電気/管

9 ㈱三渓設備 代表取締役 渡邊　光一 香川県高松市三谷町2661番地3 管/水道

161
㈱サンケン・エンジニアリング　大阪支
店

支店長 中沢　秀記 大阪府吹田市芳野町2番8号 機械

114 サン建設興業㈱ 代表取締役 松熊　秀樹 香川県高松市一宮町1127番地5 建築

146 三建設備工業㈱　四国営業所 営業所長 白川　洋 香川県高松市兵庫町8番地1 管

44 ㈱三興組 代表取締役 齋賀　仁 香川県観音寺市豊浜町姫浜161番地1
土木/とび/石/鋼構造/しゅん/塗装/造園/水
道/解体

81 三晃工業㈱ 代表取締役 山梶　章 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目15番26号 機械

22 三信電気㈱　高松支店 支店長 松田　保士 香川県高松市室新町4番9号 通信

90 三信電気水道㈱ 代表取締役 松原　秀樹 香川県高松市鹿角町３８番地１ 電気/管/通信/消防

135 三電計装㈱ 代表取締役 和田　成登 香川県高松市浜ノ町58番6号 電気/機械/通信
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347 三洋防水工業㈱ 代表取締役 寺島　庄市 香川県高松市高松町902番地1 防水

344 三和エコ＆エナジー㈱ 代表取締役 山地　一慶 香川県高松市太田下町2580番地3 電気/管/機械/消防

184 三和電気土木工事㈱　高松営業所 所長 藤田　博樹 香川県高松市郷東町792番地48 電気

73 三和電業㈱ 代表取締役 山地　一慶 香川県高松市太田下町2580番地3 電気/管/通信/消防

シ 413 枝園建設㈱ 代表取締役 枝園　裕子 香川県仲多度郡多度津町大字道福寺451番地 土木/建築/とび/舗装/しゅん/造園/解体

280 四国アラーム㈱ 代表取締役 福岡　正浩 香川県高松市木太町1981番地4 消防

216 四国エンジニアリングサービス㈱ 代表取締役社長 坂谷　隆太 愛媛県松山市土居田町336番地1 とび/管/機械

271 四国化工建設㈱ 代表取締役 神田　豊 香川県高松市勅使町1131番地1 土木/とび/鋼構造/塗装

52 四国環境整備興業㈱ 代表取締役 青野　通久 愛媛県今治市国分一丁目1番18号 土木/とび/管/塗装/防水/機械/水道

307 四国グリーン産業㈱ 代表取締役 松本　眞弓 香川県丸亀市三条町1425番地
土木/大工/とび/石/屋根/タイル/鋼構造/塗
装/内装/造園/解体

160 四国工販㈱ 代表取締役 林　政憲 徳島県徳島市山城西三丁目51番地5 電気/管/機械

17 四国玉屋設備㈱ 代表取締役 内藤　公英 香川県高松市福岡町三丁目3番20号 管/機械

387 ㈱四国ダイケン 代表取締役 勝田　英治 香川県高松市寿町一丁目1番12号 電気/管/塗装/内装/消防

410 四国通建㈱　高松支店 支店長 藤田　一司 香川県高松市昭和町一丁目1番26号 土木/とび/電気/鋼構造/塗装/通信/水道

423 四国通商㈱ 代表取締役 三野　容志郎 香川県高松市丸の内4番4号 電気/機械/通信/消防

42 四国テクニカルメンテナンス㈱ 代表取締役 松尾　康人 香川県高松市室新町966番地1 とび/電気/管/鋼構造/機械/通信/水道

243 ㈱四国テクノサービス 代表取締役 岡本　隆年 香川県高松市鶴市町17番地1 電気/通信/消防

126 四国電設工業㈱ 代表取締役 上池　裕 香川県高松市扇町一丁目１番48号 電気/通信

470 四国ニチレキ工事㈱ 代表取締役 片山　泰伸 香川県高松市香川町浅野286番地 とび/舗装

837 ㈱四国破砕 代表取締役 仙波　幸路 香川県木田郡三木町大字池戸1534番地1 解体

440 ㈱四国パイプクリーナー 代表取締役 玉置　大輔 高知県高知市葛島三丁目14番32号 土木/管/しゅん

441 ㈱四国日立システムズ
代表取締役　取締役
社長

広岡　辰也 香川県高松市中央町5番31号 電気/通信

156 ㈱四国舞台テレビ照明 代表取締役 林　光政 高知県高知市大津甲651番地 電気/機械

190 四国メインテナンス㈱ 代表取締役 松本　寿 香川県高松市仏生山町甲381番地 電気/管/通信/消防

137 ㈱芝口組 代表取締役 芝口　邦任 香川県高松市円座町1423番地 土木/とび/舗装/水道

436 清水建設㈱　四国支店 支店長 竹中　康博 香川県高松市寿町二丁目4番5号 土木/建築/電気/鋼構造/水道

832 下根建設㈲ 代表取締役 鈴木　盛登 香川県木田郡三木町大字井戸1268番地1 土木/とび/水道

69 勝和建設㈱ 代表取締役 内田　賢一 香川県綾歌郡綾川町滝宮2643番地1 土木/とび/舗装/水道/解体

318 ㈱白雪興産 代表取締役 鈴木　忍 香川県高松市池田町439番地
土木/とび/石/鋼構造/しゅん/塗装/水道/解
体

170 新英工業㈱ 代表取締役 鈴木　英敬 香川県高松市茜町20番14号 電気/管/水道

486 ㈱新開組 代表取締役 新開　賢治 香川県さぬき市寒川町石田東甲1958番地2 土木/とび/電気/舗装/解体

125 シンク・エンジニアリング㈱　関西支店 支店長 西崎　健作 京都府京丹後市久美浜町1094番地4 電気/通信

357 新弘化建㈱ 代表取締役 増田　千也 香川県高松市多肥下町1563番地21 建築/塗装/防水/内装

313 ㈱神鋼環境ソリューション　大阪支社 支社長 向　博之
大阪府大阪市中央区備後町四丁目1番3号
御堂筋三井ビル

機械/水道
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464 ㈱シンセイテクノ 代表取締役 谷本　信正 広島県広島市中区幟町10番27号ピア39-201 機械

206 新生テクノス㈱　四国支社 支社長 渡邉　展司 香川県高松市林町2537番地3号 電気/通信

456 ㈱シンニチ 代表取締役社長 齋藤　修 香川県高松市藤塚町三丁目13番12号 電気/通信

117
シンフォニアテクノロジー㈱　中国営業
所

営業所長 手良向　晋介 広島県広島市中区立町2番25号 電気

116 シンフォニアテクノロジー㈱ 代表取締役 斉藤　文則 東京都港区芝大門一丁目１番30号 機械/通信

260 ㈱新名工務店 代表取締役 新名　孝司 香川県高松市西春日町1130番地 土木/建築

140
新明和アクアテクサービス㈱　高松ス
テーション

所長 藤井　良昌 香川県高松市屋島西町1979番地 機械

439
新明和工業㈱　流体事業部営業本部　四
国営業所

所長 小茂出　浩 香川県高松市屋島西町1979番地 機械

412 新菱冷熱工業㈱　四国支店 支社長 香川　義和 香川県高松市塩屋町8番地1 管

109 新和開発㈱ 代表取締役 蓮井　扶康 香川県高松市木太町1145番地1 土木/とび/舗装/水道/解体

ジ 225 ㈱ジェイプラウド 代表取締役 三好　啓一 香川県高松市観光通一丁目3番地4　604 防水

148 ㈱ジャクエツ 代表取締役 德本　達郎 福井県敦賀市若葉町二丁目1770番地 建築/とび/造園

306 城北建設㈱ 代表取締役 細谷　芳久 香川県高松市郷東町796番地122
土木/大工/とび/石/鋼構造/しゅん/塗装/水
道/解体

ス 92 ㈱水機テクノス　九州支店 支店長 宮崎　龍一 福岡県福岡市博多区吉塚一丁目27番17号 電気/機械/水道

6 水都工業㈱ 代表取締役 伊藤　智和 岐阜県海津市海津町馬目271番地 管/機械

428 水道機工㈱　大阪支店 支店長 上村　剛弘 大阪府吹田市江坂町一丁目23番26号 機械/水道

427 水道機工㈱ 代表取締役 古川　徹 東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号 清掃

70 水ingエンジニアリング㈱　高松営業所 所長 佐藤　行範 香川県高松市多肥下町1524番地9 機械/水道

358 末澤緑地㈱ 代表取締役 末澤　里佳 香川県高松市鬼無町鬼無122番地 造園

263 ㈱菅組 代表取締役社長 菅　徹夫 香川県三豊市仁尾町仁尾辛15番地1 土木/建築/大工/とび/管/水道/解体

35 須賀工業㈱　四国支店 執行役員支店長 河部　和生 香川県高松市寿町一丁目3番2号 管

405 ㈲鈴木樹園 代表取締役 上野　太郎 香川県高松市新田町甲2592番地16 とび/石/造園

833 ㈲スタントレーディング 代表取締役 大森　達也 香川県木田郡三木町大字鹿庭2045番地2 土木/とび/解体

88 ㈱スポーツテクノ和広　広島営業所 所長 前薗　稿弥 広島県広島市安佐南区祇園3-46-5 土木/とび/舗装

310 ㈱住ゴム産業　四国支店 支店長 大堀　哲史 愛媛県松山市山越五丁目16番7号 とび/石/鋼構造/舗装/塗装/防水/内装/建具

212
住友重機械エンバイロメント㈱　大阪支
店

支店長 井本　秀樹 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 管/機械/水道

セ 331 ㈱西協建設 代表取締役 飯間　猛生 香川県高松市六条町1468番地2 とび/舗装

82 ㈱正興電機製作所　四国営業所 所長 福永　孝 香川県高松市寿町二丁目2番10号 電気/通信

279 ㈲誠慎興業 代表取締役 高嶋　慎 香川県高松市十川東町183番地1
土木/とび/石/鋼構造/舗装/しゅん/水道/解
体

288 ㈱星電 代表取締役 永原　務 香川県高松市木太町2082番地8 電気/管

139 ㈱誠良興業 代表取締役 宮宇地　栄治 香川県高松市春日町129番地 土木/とび/舗装/水道/解体

201 積水ハウス㈱　東四国支店 支店長 戸羽　伸吾 香川県高松市室新町1019番地10 建築

224 ㈱瀬戸内エンジニアリング 代表取締役 濱岡　秀明 香川県綾歌郡綾川町羽床上1550番地1 土木/電気/管/鋼構造/機械/水道

458 ㈱瀬戸内ハウジングセンター 代表取締役 増田　晃一 香川県高松市木太町3699番地1 建築
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ゼ 48 ㈱錢高組　四国支店 支店長 壽見　修 香川県高松市紺屋町5番5号 土木/建築/とび/鋼構造/水道/解体

ソ 112 ㈲ソーシーズ 代表取締役 山田　政輝 香川県坂出市昭和町一丁目5番地39号 建築/内装

189 ㈱総合開発 代表取締役 大久保　健吾 香川県観音寺市瀬戸町二丁目14番16号
土木/左官/とび/石/タイル/鋼構造/防水/水
道

338 綜合警備保障㈱　香川支社 支店長 藤田　亮 香川県高松市サンポート2-1 電気/通信/消防

151 ㈱総合電子 代表取締役 長尾　寛大 香川県高松市林町470番地1 電気/通信

138 ㈲双樹園 代表取締役 佐藤　誠治 香川県高松市円座町1575番地10 とび/石/造園

815 ㈱十川組 代表取締役 十川　清二 香川県木田郡三木町大字平木784番地2 土木/とび/管/舗装/しゅん/造園/水道/解体

375 十合道路㈱ 代表取締役 篠原　光彦 香川県東かがわ市黒羽882番地1 土木/とび/舗装/水道/解体

タ 381 大企建設㈱ 代表取締役 白川　洋一 香川県善通寺市櫛梨町500番地1 土木/建築/とび/鋼構造/舗装/水道/解体

360 大成建設㈱　四国支店 執行役員支店長 西山　秀樹 香川県高松市サンポート2番1号

土木/建築/大工/左官/とび/石/屋根/電気/
管/タイル/鋼構造/鉄筋/舗装/しゅん/板金/
ガラス/塗装/防水/内装/熱絶縁/造園/建具/
水道/消防/解体

50 大成設備㈱　四国営業所 営業所長 香田　英俊 香川県高松市サンポート2番1号 管

72 太善工業㈱ 代表取締役 阿野　善一 香川県高松市出作町348番地1 管/機械/水道/消防

383 大豊産業㈱ 代表取締役 乾　和行 香川県高松市寿町一丁目1番12号 とび/電気/機械/通信

196 大洋舗装㈱ 代表取締役 中島　正親 香川県高松市高松町829番地2 とび/舗装/水道

20 ㈱高井土建 代表取締役 高井　伸一郎 香川県高松市三谷町2650番地2 土木/とび/舗装/水道/解体

149 タカオ㈱ 代表取締役 髙尾　典秀 広島県福山市御幸町中津原1787番地1 とび/鋼構造/機械/造園

416 高尾工業㈱ 代表取締役 髙尾　雄二 香川県高松市多賀町一丁目1番23号 管/水道

75 ㈱高木産業 代表取締役 高木　宏樹 香川県さぬき市寒川町石田西981番地2
土木/とび/石/鋼構造/舗装/しゅん/水道/解
体

71 ㈱高岸工務店 代表取締役 松木　良太 香川県高松市西ハゼ町180番地 建築/解体

305 ㈲髙木電設 代表取締役 髙木　成樹 香川県高松市西町７番５号 電気/管

374 高砂熱学工業㈱　四国営業所 営業所長 安田　純一 香川県高松市寿町一丁目1番8号 管

213 ㈱高橋水道 代表取締役 三宅　守 香川県高松市飯田町1209番地4 管/水道

831 ㈲滝川建設 代表取締役 滝川　恭一 香川県木田郡三木町大字池戸2886番地6 土木/水道

830 竹内建興㈱ 代表取締役 竹内　真吾 香川県木田郡三木町大字上高岡36番地 土木/とび/石/舗装/水道/解体

110 ㈱橘一吉工務店 代表取締役 橘　伸太郎 香川県高松市花園町2丁目2番5号 建築

143 タチバナ工業㈱ 代表取締役 林　和彦 香川県高松市朝日新町32番45号
土木/とび/石/鋼構造/舗装/しゅん/水道/解
体

215 田中機電工業㈱ 代表取締役 田中　一郎 岡山県岡山市北区横井上1696番地2 電気/管/鋼構造/機械/水道

342 ㈱田中建設 代表取締役 大西　和也 香川県三豊市高瀬町比地1389番地１ 建築/とび/解体

269 田中通信工業㈱ 代表取締役 西条　仁 香川県綾歌郡宇多津町3516番地1 電気/通信

820 ㈱谷井建設 代表取締役 谷井　義友 香川県木田郡三木町大字下高岡3995番地2 土木/とび/石/造園/水道/解体

231 谷口建設興業㈱ 代表取締役 谷口　邦彦 香川県高松市上林町473番地1 建築/とび/解体

121 タニコー㈱　高松営業所 所長 安藤　達也 香川県高松市西ハゼ町字土居114番地1 管

813 谷本電気工事㈱ 代表取締役 谷本　大征 香川県木田郡三木町大字下高岡1647番地 電気

150 玉藻塗装㈱ 代表取締役 平木　澄男 香川県高松市福岡町二丁目29番28号 とび/塗装
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200 田村ボーリング㈱ 代表取締役 田村　孝治 香川県高松市太田上町229番地7 とび/管/さく井/水道

ダ 398 大一工業㈱ 代表取締役 多田　博英 香川県高松市西ハゼ町7番地
土木/とび/鉄筋/舗装/しゅん/塗装/水道/解
体

91 大一電気工業㈱ 代表取締役 長瀬　裕亮 香川県高松市松福町二丁目4番6号 とび/電気/塗装/通信

350 大一塗装㈱ 代表取締役 中村　浩一 香川県高松市福岡町二丁目13番5号 塗装

12 ㈱大栄建設 代表取締役 藤澤　一成 香川県高松市塩江町安原下第一号1419番地2 土木/とび/水道/解体

400 ㈱大王 代表取締役 大石　龍哉 香川県高松市林町150番地2 土木/とび/しゅん/水道/解体

155 ㈱ダイキアクシス　高松支店 支店長 嘉村　明彦 香川県高松市香西東町355番地1 管

446 ㈱大京穴吹建設 代表取締役 丑澤　正樹 香川県高松市藤塚町一丁目11番22号 建築

330 大協土木㈱ 代表取締役 大畑　年 香川県高松市牟礼町大町2547番地5 土木/舗装/水道

378 大三工業㈱ 代表取締役 飯間　良一 香川県高松市本町1番17号 防水

457 大末建設㈱　中四国支店 支店長 栗光　克典 香川県高松市番町一丁目2番26号 建築

18 ㈱ダイソク 代表取締役 井原　純一 香川県高松市寺井町120番地1 機械

267 ダイダン㈱　四国支店 支店長 天野　康博 香川県高松市本町6番17号 電気/管/消防

304 大通土建㈱ 代表取締役 高橋　秀通 香川県高松市東山崎町330番地1 土木/とび/舗装/塗装/水道/解体

337 大鉄工業㈱　四国支店 支店長 梶原　一朗 香川県高松市錦町一丁目1番3号 土木/建築/鋼構造

274 大東産業㈱ 代表取締役 渡辺　圭一郎 香川県高松市香西南町102番地4 とび/電気/塗装

273 大都通信㈱ 代表取締役 髙田　主豊 香川県高松市檀紙町1648番地5 電気/通信

97 第二建築㈱ 代表取締役 島川　修治 香川県丸亀市福島町8番地5 建築/とび/解体

142 ㈱大和鉄工所 代表取締役 藤沢　文男 香川県高松市林町927番地 鋼構造/機械

417 大和ハウス工業㈱　香川支店 支店長 野志　征生 香川県高松市伏石町2089番地1 建築

345 大和リース㈱　高松支店 支店長 水野　貴幸 香川県高松市中新町11番地1 建築

チ 24 中央電機工業㈱ 代表取締役 日下　博史 香川県高松市多肥上町309番地5 電気/通信

409 ㈱中央電設 代表取締役 山下　豊生 香川県高松市伏石町2173番地16 電気/管

326 ㈱中讃農園 代表取締役 北谷　英樹 香川県高松市鬼無町藤井109番地6 とび/石/造園

185 中條電機水道㈱ 代表取締役 奈良　章司 香川県坂出市江尻町1259番地10 電気/管/機械/水道/消防

312 ㈱中電工　高松営業所 所長 大林　永典 香川県高松市中央町17番25号 電気/管

ツ 809 筒井工業㈱ 代表取締役 筒井　憲行 香川県木田郡三木町大字井戸2762番地3 土木/とび/舗装/水道/解体

393 ㈱つぼみ建設 代表取締役 川西　徹郎 香川県高松市国分寺町新名1201番地4 土木/とび/塗装/水道/解体

130 ㈱都村製作所 代表取締役 都村　尚志 香川県仲多度郡琴平町榎井590番地 とび/内装/機械/造園

219 ㈱鶴見製作所　四国支店 支店長 坂本　幸治 香川県高松市多肥下町1554番地28 機械/水道

テ 399 ㈱ＴＥＣ 代表取締役 近石　武留 香川県綾歌郡綾川町陶7017番地10 電気/管

85 ㈱テクアノーツ 代表取締役 三門　克彰 埼玉県川口市芝下1丁目1-3 土木/とび/電気/管/鋼構造/塗装/機械/水道

479 ㈱テクノ菱和　高松営業所 所長 村上　尚 香川県高松市松縄町1117番地5 管

268 鉄建建設㈱　四国営業所 所長 石川　善彦 香川県高松市錦町一丁目11番24号 土木/とび/鋼構造/しゅん/水道/解体
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1 ㈱寺村建設興業 代表取締役 寺村　好記 香川県高松市屋島東町1141番地2 土木/建築/とび/鋼構造/解体

デ 396 出口産業㈱ 代表取締役 出口　邦信 香川県さぬき市昭和3347番地9 土木/管/水道

819 ㈱出原建設 代表取締役 出原　鉄雄 香川県木田郡三木町大字朝倉1047番地 土木/とび/舗装/水道/解体

ト 314 東亜道路工業㈱　高松出張所 出張所長 水取　裕喜 香川県高松市城東町二丁目9番1号 土木/とび/舗装/塗装/水道

256 東海リース㈱　岡山支店 支店長 稲垣　潤
岡山県岡山市東区西大寺新地字新作383番地
12

建築

433 東急建設㈱　四国支店 支店長 松田　和仁 香川県高松市中央町16番18号 土木/建築/水道

469 ㈱東光高岳　四国営業所 所長 久保田　豊 香川県高松市寿町一丁目2番5号 電気

145 東光電気工事㈱　四国営業所 営業所長 立石　光弘 香川県高松市福岡町三丁目27番21号 電気

144 東光電気工事㈱ 代表取締役 青木　宏明 東京都千代田区西神田一丁目4番5号 通信

276 東讃建設㈱ 代表取締役 佐々木　宏和 香川県高松市鶴市町573番地4
土木/とび/石/鋼構造/しゅん/塗装/水道/解
体

38 東芝インフラシステムズ㈱　四国支社 統括責任者 堀口　文彦 香川県高松市寿町二丁目2番7号 電気/通信

131 東芝エレベータ㈱　四国支店 支店長 花田　仁男 香川県高松市朝日町二丁目2番22号 機械

96 東邦産業㈱ 代表取締役 古市　泰弘 香川県高松市西宝町一丁目6番18号 機械

418 東邦電機工業㈱ 代表取締役 藤原　一生 香川県高松市国分寺町柏原863番地1 電気/機械

255 東洋建設㈱　四国支店 執行役員支店長 吉塚　宏 香川県高松市昭和町一丁目3番5号
土木/建築/大工/とび/石/鋼構造/舗装/しゅ
ん/塗装/内装/水道/解体

334 ㈱東洋製作所 代表取締役 植原　聡 香川県高松市香南町西庄2395番地1 機械

462 ㈱桃陵工業 代表取締役 中川　憲昭 香川県仲多度郡多度津町道福寺355番地1 土木/とび/電気/塗装/造園/水道/解体

450 徳寿工業㈱ 代表取締役 坂谷　英志郎 香川県高松市福岡町二丁目5番10号 電気/管/鋼構造/機械/水道/消防

237 戸田建設㈱　四国支店 支店長 永田　武久 香川県高松市塩上町二丁目8番19号 土木/建築/電気/管/内装/水道/解体

77 ㈱トップラン 代表取締役 江城　章準 香川県さぬき市寒川町石田西983番地1 土木/とび

107 飛島建設㈱　四国支店 支店長 白倉　正敏 香川県高松市田町11番地5 土木/建築/とび/鋼構造/内装/水道/解体

259 ㈱富田組 代表取締役 富田　隆弘 香川県さぬき市大川町富田西1266番地3 土木/とび/水道/解体

434 ㈱富田工務店 代表取締役 富田　淑郎 香川県高松市中野町3番23号 建築

227 ㈱豊浦浚渫 代表取締役 嶋城　隆彦 兵庫県西宮市西宮浜二丁目21番3号 土木/管/しゅん

34 ㈱酉島製作所　高松支店 支店長 太田　浩司 香川県高松市寿町一丁目1番12号 電気/鋼構造/機械/水道

ナ 169 ㈱ナイバ 代表取締役 山本　和彦 香川県高松市塩上町一丁目3番6号 とび/さく井

803 ㈱中井建設 代表取締役 中井　政秀 香川県木田郡三木町大字下高岡323番地3 建築/左官

801 ㈲ナカイ庭建 代表取締役 中井　宏徳 香川県木田郡三木町大字下高岡4169番地 造園

406 ㈱中塚工業 代表取締役 中塚　敏彦 香川県高松市伏石町1299番地11 土木/建築/とび/水道/解体

329 ㈲中西塗装工業 代表取締役 中西　俊文 香川県高松市香川町浅野646番地32 塗装

101 ㈱中野建設興業 代表取締役 中野　裕史郎 香川県高松市香南町由佐78番地2 土木/とび/水道/解体

14 ㈲中野造園 代表取締役 中野　利明 香川県さぬき市津田町津田376番地 造園

372 中橋産業㈱ 代表取締役 中橋　政彦 香川県坂出市坂出町北谷314番地 土木/建築/塗装/防水/内装

834 ㈱中村建設 代表取締役 中村　修 香川県木田郡三木町大字氷上1452番地10 土木
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13 ㈲中村興業 代表取締役 中村　和義 香川県高松市春日町708番地3 土木/とび/しゅん/解体

124 中村土木㈱ 代表取締役 中村　敏浩 香川県坂出市江尻町1280番地1 土木/舗装

451 長尾環境設備㈱ 代表取締役 長尾　克己 香川県坂出市西庄町1010番地1 管/水道

365 ㈱ナガワ　大阪支店 支店長 小原　辰也
大阪府大阪市北区中之島中之島ダイビル三
丁目3番23号

建築/大工

122 ナブコドア㈱　四国支店 支店長 石丸　寛 香川県高松市上福岡町2012番13号 建具

335 南部開発㈱ 代表取締役 杉田　数博 香川県高松市勅使町299番地2
土木/とび/石/鋼構造/舗装/しゅん/水道/解
体

ニ 293 ㈱西設備工業所 代表取締役 西　雅之 香川県さぬき市長尾西569番地3 管/水道

426 西日本電信電話㈱　香川支店 支店長 北口　哲也 香川県高松市観光通一丁目8番2号 通信

324 西日本塗装工業㈱ 代表取締役 磯淵　泰男 香川県高松市松福町二丁目4番4号 塗装/防水

392 西日本土木㈱ 代表取締役 伊丹　貴宏 香川県高松市春日町115番地 土木/とび/石/舗装/塗装/水道/解体

46 西日本放送サービス㈱ 代表取締役 中村　卓朗 香川県高松市西春日町大畑1737番地1 電気/通信/消防

353 西日本ロード施設㈱ 代表取締役 金子　正 香川県高松市朝日町五丁目3番73号 とび/電気/舗装/塗装

463 ㈱西原環境　関西支店 支店長 森　元裕 大阪府箕面市船場東三丁目4番17号 電気/管/機械/水道/清掃

455 ㈱西原ネオ　高松営業所 所長 上田　祥吾 香川県高松市木太町587番地9 管

454 ㈱西原ネオ 代表取締役 月橋　伸夫 東京都港区芝浦三丁目6番18号 機械

164 西松建設㈱　四国支店 支店長 田中　顕二 香川県高松市番町三丁目8番11号
土木/建築/大工/左官/とび/石/屋根/タイル
/鋼構造/しゅん/塗装/防水/内装/水道/解体

163 西松建設㈱ 代表取締役 高瀨　伸利 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 電気/管/機械/造園

172 ㈱日栄建設 代表取締役 三日月　善夫 香川県高松市中野町6番15号 建築/解体

105 日電工業㈱ 代表取締役 平田　健一 香川県高松市番町二丁目10番1号 電気/通信/消防

431 ㈱日鋼サッシュ製作所 代表取締役社長 前田　恭典 香川県高松市松並町1035番地 建具

301 ㈱日新建工 代表取締役 三崎　義一 香川県高松市勅使町502番地1 塗装/防水/内装

197 ニッタン㈱　高松支店 支店長 丸本　淳 香川県高松市上之町一丁目15番6号 通信/消防

94 日東河川工業㈱ 代表取締役 向阪　敬 香川県高松市中央町5番3号 鋼構造/機械

111 日特建設㈱　高松営業所 所長 木村　雅章 香川県高松市太田下町3031番地17 土木/とび/鋼構造/水道/解体

223 日本電気㈱　四国支社 支社長 船田　晃 香川県高松市中野町29番2号 通信

222 日本電気㈱ 代表取締役 森田　隆之 東京都港区芝五丁目7番1号 電気/内装

362 日本電設工業㈱　四国支店 支店長 小西　将道 香川県高松市本町7番17号 電気/管/通信

250 ㈱日本ピーエス　四国営業所 所長 吉村　寿比光 香川県高松市中新町2番9 土木/とび/鋼構造/水道

32 ㈲二宮塗装 代表取締役 二宮　知央 香川県高松市木太町2385番地5 塗装/防水

157 ㈱日本管財環境サービス 代表取締役 降矢　直樹 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目6番3号
大工/左官/とび/石/屋根/電気/管/タイル/
鋼構造/鉄筋/しゅん/板金/ガラス/塗装/防
水/内装/熱絶縁/建具/水道/清掃/解体

242 日本国土開発㈱　四国営業所 所長 日下　正明 香川県高松市城東町一丁目6番26号 土木/建築/とび/水道/解体

136 日本コムテック㈱　東京支店 支配人 関山　学 東京都千代田区内神田二丁目12番12号 建築

47 日本体育施設㈱　四国営業所 所長 多田羅　裕 香川県高松市鶴市町877番地7 土木/とび/舗装

429 日本調理機㈱　中国支店 支店長 上野　孝宏 広島県広島市西区楠木町三丁目6番9号 管
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179 日本フィールドシステム㈱ 代表取締役 鈴木　誠 岡山県津山市高尾573番地1 土木/とび/舗装/造園

402 日本吹付工業㈲ 代表取締役 笠井　勇身 香川県高松市松島町三丁目11番23号 左官/塗装/防水

275 日本無線㈱　四国支店 支店長 金子　堅司 香川県高松市寿町二丁目3番11号 通信

147 ㈱ニューテック康和　四国営業所 所長 清水　昭彦 香川県高松市番町二丁目17番15号 土木/とび/鋼構造/塗装/水道/解体

ノ 251 ㈱野口水道 代表取締役 別枝　英之 香川県高松市鶴市町1572番地3 管/水道

192 ㈱ノバック　四国支店 支店長 三崎　好 香川県高松市中央町17番28号 土木/水道/解体

807 ㈲伸正建設 代表取締役 藤川　国伸 香川県木田郡三木町大字氷上2841番地1 土木/とび/舗装/水道

ハ 31 蓮井建設㈱ 代表取締役 蓮井　健司 香川県高松市朝日町四丁目14番39号 土木

453 長谷川体育施設㈱　四国営業所 所長 宮本　功 香川県高松市松福町一丁目12番26号 土木/とび

452 長谷川体育施設㈱ 代表取締役 仁ノ平　俊和 東京都世田谷区太子堂一丁目4番21号 建築/内装/造園

58 ㈱原野組 代表取締役 原野　幸記 香川県高松市木太町5040番地16 土木/とび/石/しゅん/解体

バ 292 ㈱バード＆インバイアメント 代表取締役 鈴木　視子 香川県高松市池田町451番地1 土木/とび/石/鋼構造/しゅん

327 バンドーレテック㈱ 代表取締役 板東　仁成 香川県高松市鶴市町1番地 建築/とび/解体

パ 168
パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン㈱　西日本社

社長 山口　和洋 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目5番41号 電気/通信

ヒ 54 ㈱ヒカリ 代表取締役 池田　孝道 香川県丸亀市田村町1238番地 建築/とび/解体

207 光工業㈱ 代表取締役 朝倉　一郎 香川県観音寺市三本松町一丁目4番28号
土木/建築/とび/鋼構造/しゅん/造園/水道/
解体

249
㈱日立インダストリアルプロダクツ　四
国営業所

所長 納田　啓司 香川県高松市中央町5版31号 電気/機械

442 ㈱日立国際電気　四国支店 支店長代理 遠藤　大祐 高知県高知市駅前町5番5号 通信

176 ㈱日立製作所　四国支社 支社長 平野　智之 香川県高松市紺屋町9番地6 土木/電気/管/鋼構造/通信/水道

261 日立造船㈱ 取締役社長 三野　禎男 大阪府大阪市住之江区南港北一丁目7番89号 土木/建築/電気/管/鋼構造/機械/水道/清掃

204 ㈱日立ビルシステム　四国支社 支社長 破戸　強 香川県高松市寿町一丁目3番2号
屋根/電気/管/タイル/板金/塗装/防水/内装
/機械/建具/消防

203 ㈱日立ビルシステム 代表取締役 光冨　眞哉 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地 通信

376 櫃石産業㈱ 代表取締役 石田　秀樹 香川県坂出市番の州町10番地 土木/とび/解体

ビ 822 ビルトプラニング・ヤマシタ 代表者 山下　惠三 香川県木田郡三木町大字池戸3705番地1 土木/建築

ピ 361 ㈱ピーエス三菱　四国営業所 所長 髙橋　寛正 香川県高松市番町二丁目17番15号
土木/とび/石/鋼構造/しゅん/塗装/水道/解
体

フ 838 ㈱フィルドストン 代表取締役 森井　龍 香川県木田郡三木町大字鹿庭1744番地1 土木/とび/舗装/解体

425 フェンス工業㈱ 代表取締役 諸星　和美 香川県高松市仏生山町乙65番地 とび/塗装

385 ㈱福井組 代表取締役 福井　豪 香川県高松市国分寺町福家甲2524番地1 土木/水道/解体

202 ㈱福島商会 代表取締役 福島　桂子 香川県高松市屋島西町1931番地5 消防

421 ㈱福田工業 代表取締役 福田　融人 香川県高松市飯田町803番地8 管/機械/水道/消防

299 福明工業㈱ 代表取締役 福嶋　康泰 香川県高松市香西北町36番地2 塗装/防水

253 ㈱福本組 代表取締役 福本　壽一 香川県坂出市室町一丁目1番3号 土木/建築/とび/鋼構造/しゅん/造園/解体

322 富国産業㈱ 代表取締役 福家　雄一 香川県高松市春日町1633番地1 とび/電気/塗装

395 ㈱藤川設備 代表取締役 藤川　浩二 香川県高松市香川町安原下第3号315番地 土木/管/水道
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3 ㈱藤木工務店　四国支店 支店長 須田　恵一郎 香川県高松市上福岡町778番地1 土木/建築

432 富士建設㈱ 代表取締役 真鍋　有紀子 香川県三豊市詫間町詫間300番地1 建築/解体

83 富士建設工業㈱ 代表取締役 鳴海　利彦 新潟県新潟市北区島見町3307番地16 タイル/機械

300 ㈱フジサワ 代表取締役 藤沢　秀樹 香川県さぬき市長尾東390番地1 とび/鋼構造/鉄筋

80 富士産業㈱　高知支店 支店長 田井　正人 高知県土佐市蓮池2089 建築

86 不二設備工業㈱ 代表取締役 安藤　愼男 香川県高松市元山町638番地 電気/管/消防

817 不二装飾㈱　三木営業所 所長 藤井　洋子 香川県木田郡三木町大字氷上579番地2 建築/内装

422 ㈱フジタ　四国支店 支店長 川上　正晴 香川県高松市太田下町2274番地3
土木/建築/とび/しゅん/防水/内装/水道/解
体

102 ㈱藤田工務店 代表取締役 藤田　範久 香川県観音寺市木之郷町107番地3 土木/建築/とび/解体

341 ㈱富士通ゼネラル　四国支店 支店長 山脇　真一 香川県高松市一宮町258番地1 通信

194 フジテック㈱　四国営業所 所長 藤本　義信 香川県高松市寿町一丁目4番3号 機械

448 富士電機㈱　四国支社 支社長 森田　浩司 香川県高松市番町一丁目6番8号 電気/機械/通信

66 富士道路施設㈱ 代表取締役 佐藤　公一 香川県高松市小村町328番地2 土木/とび/電気/舗装/塗装

100 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱　高松営業所 営業所長 横山　太 香川県高松市今里町一丁目23番地21 電気/管

99 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱ 代表取締役 日下　高 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 建築/機械/通信

444 ㈲藤目塗装 代表取締役 藤目　安一郎 香川県高松市木太町3685番地5 塗装

108 ㈱フソウ
代表取締役　社長執
行役員

角　尚宣 香川県高松市郷東町792番地8
土木/建築/電気/管/鋼構造/しゅん/機械/水
道/清掃

123 扶桑興産㈱ 代表取締役 横井　宏之 香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁134番地7 管/機械/造園

154 扶桑電通㈱　四国支店 執行役員支店長 中出　芳裕 香川県高松市天神前10番1号 通信

355 ㈱フソウメンテック 代表取締役 西堀　直人 香川県高松市郷東町792番地105 電気/管/鋼構造/機械/水道

430 ㈱フソウリブテック 代表取締役 辻井　憲治 香川県高松市郷東町216番地 建築/管/塗装/防水/建具

366 ㈱フレイン 代表取締役 三日月　善夫 香川県高松市亀岡町14番11号 土木/管/しゅん

プ 826 ㈱プラスラボ 代表取締役 合田　新 香川県木田郡三木町氷上5368番地1 建築

128 プラント工業㈱ 代表取締役 寒川　幹夫 香川県高松市三名町85番地1 管/機械

ヘ 319 平成機工㈱ 代表取締役 真嶋　秀樹 香川県高松市亀田町172番地14 鋼構造/機械

ホ 480 ㈱豊栄 代表取締役 豊浦　昌尚 香川県坂出市西庄町1565番地2 とび/電気

62 ㈱豊和開発 代表取締役 眞鍋　誠至 香川県三豊市高瀬町新名874番地
土木/とび/鋼構造/舗装/しゅん/造園/水道/
解体

476 ホシザキ四国㈱ 代表取締役 青木　浩 香川県高松市紺屋町3-3 管

449 堀尾電気㈱ 代表取締役 堀尾　全一 香川県さぬき市津田町津田112番地6 電気/管/消防

171 ㈱本間組　四国支店 支店長 藤井　浩昭 香川県高松市西の丸町7番3号 土木/とび/舗装/しゅん/水道/解体

マ 49
㈱前澤エンジニアリングサービス　大阪
営業所

所長 山城　龍紀 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目5番24号 鋼構造/機械/水道

79 前澤工業㈱　大阪支店 支店長 渡邉　芳久 大阪府大阪市淀川区宮原三丁目5番24号 土木/電気/管/鋼構造/しゅん/機械/水道

43 前田建設工業㈱　四国支店 支店長 日野　裕二 香川県高松市寿町一丁目1番12号 土木/建築

303 ㈱満岡組 代表取締役 満岡　哲也 香川県高松市西春日町1142番地4 土木/とび/解体

Page 13/16



令和3･4年度三木町入札参加資格申請者一覧（工事）

希望業種受付番号 所在地代表者氏名代表者役職商号又は名称

217 ㈱間島畳装飾 代表取締役 間島　規夫 香川県高松市高松町2175番地22 内装

461 ㈱増田地質工業 代表取締役 増田　剛人 香川県高松市宮脇町一丁目18番23号 とび/石/しゅん/さく井/水道

229 松井電機㈱ 代表取締役 黒川　二三男 香川県高松市松島町三丁目18番13号 電気

57 松浦建設㈱ 代表取締役 堀口　泰亨 香川県坂出市大屋冨町3100番地 建築/大工/屋根/タイル/内装/解体

336 ㈱松岡工務店 代表取締役 松岡　慎哉 香川県高松市木太町2387番地6 建築/とび/解体

298 ㈱松尾建設 代表取締役 大内　誠 香川県さぬき市大川町富田中3290番地12 土木/水道/解体

119 ㈱松尾綜合土木 代表取締役 川北　壽雄 香川県さぬき市大川町田面65番地 土木/とび/しゅん/水道/解体

115 松熊工業㈱ 代表取締役 松熊　秀樹 香川県高松市一宮町1127番地5 管/水道

11 ㈱松田組 代表取締役 国方　崇 香川県高松市牟礼町原414番地3 土木/とび/石/しゅん/水道/解体

153 ㈱松田工業 代表取締役 松田　京介 香川県高松市高松町2494番地 土木/とび/石/しゅん/水道/解体

252 ㈱松村電機製作所　関西支店 支店長 冨山　博司 大阪府大阪市北区天満二丁目12番16号 電気

282 ㈱真部組 代表取締役 真部　知典 香川県さぬき市長尾西866番地1 土木/とび/石/舗装/しゅん/水道/解体

233 ㈱丸善 代表取締役 山内　法知 香川県丸亀市田村町1220番地4 土木/舗装/造園/水道

297 ㈱丸福建設 代表取締役 合田　一洋 香川県高松市鶴市町607番地1
土木/とび/石/鋼構造/舗装/しゅん/塗装/水
道/解体

226 マルマストリグ㈱　多度津営業所 営業所長 渡部　敏二 香川県仲多度郡多度津町道福寺22番地１
土木/建築/左官/とび/屋根/電気/タイル/鋼
構造/板金/塗装/防水/内装/熱絶縁/建具

ミ 316 三笠電機㈱　香川支店 支店長 亀岡　哲 香川県高松市伏石町2112番地15 電気

315 三笠電機㈱ 代表取締役 三笠　忠克 徳島県徳島市かちどき橋四丁目5番地2 管/機械/通信

810 三木建設㈱ 代表取締役 吉川　雅樹 香川県木田郡三木町大字氷上389番地 建築

821 ㈲三木塗装工業所 代表取締役 山田　伸彦 香川県木田郡三木町大字朝倉1601番地1 塗装

87 美津濃㈱スポーツ施設サービス部 代表取締役社長 水野　明人
大阪府大阪市住之江区南港北一丁目12番35
号

土木/建築/とび/鋼構造/舗装/内装/造園

390 ㈱水本工務店 代表取締役 水本　典孝 香川県高松市鹿角町259番地4 土木/建築/とび/塗装/防水/水道/解体

127 ㈱ミゾタ　松山営業所 所長 芹川　一也 愛媛県松山市北井門二丁目1番14号2階 電気/鋼構造/機械/水道

389 ㈲溝渕造園 代表取締役 溝渕　良造 香川県高松市多肥上町1115番地1 とび/石/造園

272 三井住友建設㈱　高松営業所 所長 越智　司 香川県高松市鹿角町293番地1 土木/建築/とび/鋼構造/しゅん/水道/解体

472 三菱電機㈱　四国支社 支社長 石綿　規雄 香川県高松市寿町一丁目1番8号 電気/機械/通信

27 三菱電機システムサービス㈱　四国支店 支店長 楠村　祥文 香川県高松市花園町一丁目9番38号 電気/通信

180
三菱電機ビルテクノサービス㈱　四国支
社

支社長 鈴木　利明 香川県高松市番町一丁目6番1号 電気/管/機械

2
三菱電機プラントエンジニアリング㈱
西日本本部　四国支社

支社長 池田　英範 香川県高松市古新町3番地1 電気/通信

816 緑造園興業㈱　東讃営業所 所長 佐藤　聖輝 香川県木田郡三木町大字井戸426番地 土木/とび/石/舗装/造園/水道

239 ㈱三野アルミサッシ工業 代表取締役 三野　浩二 香川県高松市牟礼町牟礼2105番地1 建具

382 三原造園 代表者 三原　邦則 香川県高松市香川町浅野3244番地 造園

60 三宅産業㈱ 代表取締役 三宅　慎二 香川県観音寺市坂本町七丁目2番10号 建築/電気/管/水道/消防

805 三好建設工業㈱ 代表取締役 三好　健司 香川県木田郡三木町大字井戸2353番地12 建築/解体

818 ㈲三好工務店 代表取締役 三好　昌史 香川県木田郡三木町大字鹿庭1300番地 土木/とび/舗装/解体

Page 14/16



令和3･4年度三木町入札参加資格申請者一覧（工事）

希望業種受付番号 所在地代表者氏名代表者役職商号又は名称

7 ㈱三好石材 代表取締役 三好　正人 香川県高松市牟礼町牟礼2139番地1 土木/とび/石

173 みらい建設工業㈱　四国営業支店 営業支店長 甲斐　隆生 香川県坂出市本町三丁目6番12号
土木/とび/石/鋼構造/舗装/しゅん/塗装/解
体

198 ㈱ミライト　四国支店 支店長 山地　則昭 香川県高松市林町2549番地5 電気/通信

ム 283 ㈱六車建設 代表取締役 六車　敏道 香川県さぬき市大川町富田中792番地1 土木/とび/舗装/水道/解体

386 ㈱ムラカミ 代表取締役 小西　正令 香川県高松市東ハゼ町８７７番地 土木/とび/解体

466 ㈱村上組 代表取締役 村上　博信 香川県高松市東ハゼ町877番地
土木/建築/大工/左官/とび/石/屋根/タイル
/鋼構造/鉄筋/しゅん/板金/ガラス/塗装/防
水/内装/熱絶縁/建具/水道/解体

265 ㈱村上製作所 代表取締役 村上　幸平 香川県高松市新田町甲297番地1 鋼構造/機械

メ 61 メタウォーター㈱　高松営業所 所長 岡戸　英治 香川県高松市兵庫町8番地1 電気/機械/通信

モ 15 ㈱森造園 代表取締役 森　茂 香川県高松市御厩町1294番地1 とび/石/造園

55 森平舞台機構㈱ 代表取締役 森　健輔 東京都台東区花川戸二丁目11番2号 機械

76 ㈱森本工業 代表取締役 森本　孝宏 香川県高松市牟礼町牟礼2890番地1 土木/舗装/解体

828 ㈲森本設備工業 代表取締役 森本　靜雄 香川県木田郡三木町大字田中2698番地 土木/管/水道

808 ㈱森山鋼業 代表取締役 森山　秀樹 香川県木田郡三木町大字池戸3523番地 建築/鋼構造

ヤ 485 矢田工業㈱　広島営業所 所長 久留間　義伸 広島県広島市安佐南区東野一丁目13番10号 土木/とび/鋼構造/塗装/水道

325 ㈱矢野製作所 代表取締役 堀田　一仁 香川県三豊市財田町財田上4451番地 とび/機械

65 矢野電機工業㈱ 代表取締役 矢野　勲 香川県高松市牟礼町牟礼2216番地 電気

132 ㈱籔内建設 代表取締役 籔内　清二 香川県高松市屋島西町1932番地9 建築

21 山下建設工業㈱ 代表取締役 山下　昇 香川県さぬき市長尾東1115番地 建築

352 ㈱山地宝松園 代表取締役 古家　敏弘 香川県高松市鬼無町鬼無943番地 とび/石/造園

16 ㈱山地緑化センター 代表取締役 山地　信弘 香川県高松市鬼無町鬼無718番地1 とび/石/造園

835 ㈱山聖 代表取締役 山西　聖次郎 香川県木田郡三木町大字鹿伏474番地1 とび/解体

59 山田組建設㈱ 代表取締役 山田　守雄 香川県高松市築地町9番地13 建築/塗装/防水/造園/解体

39 山田建設興業㈱ 代表取締役 谷本　秀樹 香川県高松市十川東町1007番地1 土木/とび/鋼構造/舗装/水道/解体

829 ㈲山田塗装 代表取締役 山田　哲廣 香川県木田郡三木町大字田中2758番地2 塗装

437 ㈱山西組 代表取締役 大山　章博 香川県東かがわ市水主4748番地1
土木/とび/石/管/鋼構造/舗装/しゅん/塗装
/水道/解体

41 ヤマハサウンドシステム㈱　大阪営業所 所長 岸本　一史 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目7番18号 通信

811 山政建設㈱ 代表取締役 山西　勝蔵 香川県木田郡三木町大字鹿伏402番地1 土木/とび/鋼構造/しゅん/造園/水道/解体

129
ヤンマーエネルギーシステム㈱　高松支
店

支店長 南　英智 香川県高松市国分寺町新居508番地2 電気/管/機械

ユ 262 湯浅工業㈱ 代表取締役 湯浅　克宏 香川県高松市鶴市町2004番地23号 とび/造園

23 ㈱湯谷機械製作所 代表取締役 湯谷　延寿 香川県高松市前田西町866番地12 鋼構造/機械

323 ㈱ユニテック 代表取締役 山本　一也 香川県さぬき市造田乙井154番地1 土木/とび/塗装/防水/水道/解体

ヨ 408 四電エナジーサービス㈱ 取締役社長 高橋　克己 香川県高松市亀井町7番地9 電気/管

93 四電エンジニアリング㈱ 代表取締役 原田　雅仁 香川県高松市上之町三丁目1番4号
土木/建築/とび/電気/管/鋼構造/しゅん/塗
装/防水/内装/機械/熱絶縁/通信/造園/建具
/消防/清掃

411 ㈱四電工　香川支店 常務執行役員支店長 秋月　伸夫 香川県高松市西宝町一丁目8番24号 土木/電気/管/通信/水道/消防
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リ 89 ㈱リコーム 代表取締役 岡村　浩司 香川県高松市鶴市町570番地1 土木/建築/塗装/防水

211 理水化学㈱　広島支店 支店長 松田　学 広島県広島市中区大手町三丁目8番1号 機械/水道

210 理水化学㈱ 代表取締役 森川　浩 大阪府大阪市北区南森町一丁目4番10号 電気

290 ㈲緑松園多田 代表取締役 多田　賢二 香川県さぬき市末1454番地5 造園

ワ 377 ㈱ワークサービス 代表取締役 能祖　吉幸 香川県高松市東ハゼ町881番地1 土木/とび

188 和光建設㈱ 代表取締役 岡田　英樹 香川県東かがわ市土居283番地6 土木/とび/舗装/しゅん/水道

806 ㈲渡辺建設工業 代表取締役 渡邊　明良 香川県木田郡三木町大字井上2385番地
土木/とび/石/管/鋼構造/舗装/しゅん/塗装
/水道/解体

296 ㈱渡辺鉄工所 代表取締役 森　敬介 香川県高松市円座町416番地 鋼構造/機械

103 ㈲渡辺塗装 代表取締役 渡辺　秀哉 香川県高松市田村町254番地4 塗装
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